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◇高橋先生のメッセージ◇ 

「あなたは命を選ばなければならない。」ヨルダン川

を目前にし、カナンの「約束の地」に入ろうとするイ

スラエルの民にモーセが語りかけます。「命と幸い」

を選ぶか、あるいは「死と災い」かの選択をしなさい。

主を愛し、主の道に従い、主の御言葉を守りなさい。

そうすれば、あなたは生きながらえ、数は増え、「約

束の地」において祝福されるでしょう、とモーセは伝

えます。エジプトで奴隷とされ４００年続いた苦闘の

すえ、神に使わされたモーセによって率いられたイス

ラエルの人々がエジプトを脱出する。シナイ山で神は

イスラエルの民に十戒を与えてくださいましたが、モ

ーセに率いられたイスラエルの民は４０年間にわたっ

て荒野をさまよい、約束の地を目前にしてモーセはこ

の世を去ったとされています。ヨルダン川を渡り、入

って行く「約束の地」。そこでかつてのエジプトでの

「死と災い」ではなく、カナンの地で「命と繁栄」を

選びなさい、とおっしゃるのです。全知全能の神。す

べてを御存知で万能の主ですから、すべてをコントロ

ールすることも可能なはず、ですが主は私たちヒトに

選ぶ自由を与えてくださっているということです。◆

「命を選ぶ」とは、この聖書箇所によれば、「あなた

の神、主を愛し、その道に歩み、その戒めと定めと、

おきてとを守ること」。その先には命と繁栄が約束さ

れている。「しかし、もしあなたが心をそむけて聞き

従わず、誘われて他の神々を拝み、それに仕えるなら

ば、」「あなたがたは必ず滅びるであろう。」この御

言葉は審判、裁きの御言葉と理解されてきたという歴

史があります。主イエスがヒトにとして地上を歩いた

時代、パリサイ人や律法学者に代表される当時の宗教

権力者たちは、「あなたの神、主を愛し、その道に歩

み、」という神の戒めの言わば『心』をないがしろに

して、「その戒めと定めと、おきてとを守ること」と

いうテクニカルな部分のみを強調するという過ちを犯

しました。それを正すべく主イエスはこの地上に、私

たちの間に来られたのでした。「わたしが律法や預言

者を廃するためにきた、と思ってはならない。廃する

ためではなく、成就するためにきたのである。」（マ

タイ書5:17）◆またマタイ書12章にでてくる「安息

日」をめぐるパリサイびとの葛藤が主イエスのミッシ

ョンを明らかにしています。安息日に片手のなえた人

の手を癒す奇蹟の御業をしても、さしつかえないか」

と尋ねたパリサイびとにイエスは言われた、「あなた

がたのうちに、一匹の羊を持っている人があるとして、

もしそれが安息日に穴に落ちこんだなら、手をかけて

引き上げてやらないだろうか。」◆神の戒めの『心』

は主の慈しみ、尽きることのない無限の愛と慈悲。

「あなたの神、主を愛し、その道に歩み、その戒めと

定めと、おきてとを守ること」というモーセを通して

語られた神の御言葉は、主イエスキリストによって

「最も偉大な戒め」として私たちに残されました。◆

マタイ書22章で、「先生、律法の中で、どのいまし

めがいちばん大切なのですか」。主イエスをためそう

と律法学者が尋ねます。 主イエスは『心をつくし、

精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を

愛せよ』。これがいちばん大切な、第一のいましめで

ある。第二もこれと同様で、『自分を愛するようにあ

なたの隣り人を愛せよ』。 と教えてくださいました。

そして「これらの二つのいましめに、律法全体と預言

者とが、かかっている」(22:40)と、これら２つの愛

の偉大な戒めがあってこそのトーラ、いわゆる「モー

セ五書」と預言者の書が“トーラ”すなわち「おし

え」として意味を持ってくると明らかにされました。

◆私たちの日々の暮らしにおいて、危機に追い込まれ

ることがあります。健康上のことであったり、仕事の

こと、職場や友人、家庭での人間関係のこと、そして

霊的な危機。「命」か、あるいは「死」かの選択をし

なさい。「幸い」か「災い」のどちらを選びますか、

と聖書は問います。「もちろん『命と幸い』を選びま

す。主を愛し、主の道に従い、主の御言葉を守りま

す。」と言ってみたものの、危機は八方塞がりの状況

を作り出します。その中で私たちはどうして良いのか、

 『教会はキリストの体、一人一人はその部分』 

コリントの信徒への第一の手紙 12 章 27 節 

日米合同教会は、特にニューヨーク市近郊に住む日本人並び

に日本に関心を寄せる人々に、礼拝、交わり、学び、伝道・宣

教の業を通してキリストの福音をのべ伝え、キリスト者として共

に信仰を深めていくことを目的とする信仰共同体です。 
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どう進んだらよいのかわからず、立ちすくんでしまう

ことはないでしょうか？「降参します。主よ、すべて

をあなたに委ねます。」「主にすべてを委ねる」とい

うのはクリスチャンとして「取るべき姿勢」でもあり

神への全幅の信頼を意味します。しかしながら、この

聖書箇所は一歩進めてさらに積極的に「あなたは命を

選ばなければならない。」と「選ぶ」という能動的な

行動を起こすことを諭してくださいます。「すなわち

わたしは、きょう、あなたにあなたの神、主を愛し、

その道に歩み、その戒めと定めと、おきてとを守るこ

とを命じる。それに従うならば、あなたは生きながら

え、その数は多くなるであろう。またあなたの神、主

はあなたが行って取る地であなたを祝福されるであろ

う。」◆「あなたの神、主を愛し、その道に歩み、そ

の戒めと定めと、おきてとを守ること」。「主を愛す

ること」、「主の道を歩むこと」そして「主の戒め、

定め、おきてを守ること」の３つは、別々の３つのこ

とを指しているのではなく、この３つは１つ。あたか

も三位一体のように神様との「聖なる契約を誓って守

る」という１つのことの３つの現れだということです。

◆「すなわちあなたの神、主を愛して、その声を聞き、

主につき従わなければならない。」と『申命記』第30

章20節は教えてくれます。◆最初に申し上げたよう

に、この箇所はイスラエルの民がヨルダン川を越えて、

今まさにカナンの「約束の地」に足を踏み入れようと

する時、そこで待っているであろう様々な艱難、その

不確実な将来を目前にするイスラエルの民に、今度は

「あなたは命を選ばなければならない。」と、以前は

命を選ばず、エジプトでの４００年の及ぶ奴隷制とい

う「死と災い」を選んでしまったという失敗を忘れず

に、今度こそは正しい選択をしなさいと諭します。神

様はイスラエルの民に２度目のチャンスを与えてくだ

さいました。このセカンド・チャンスをどうイスラエ

ルの民が生かしてゆくのか、実はそれが『申命記』の

中心的なテーマと なります。『申命記』を読み、私

たちが日々出会う様々なチャンス、主の聖なる民とし

て生きるチャンスを与えられていることを思いました。

主キリストの中に生きて、神様と聖なる契約を誓い守

るという機会を与えられていることを、新たに教えら

れます。過去においてそのチャンスを生かせず失敗し

てしまったとしても、主は常に慈しみ深くセカンド・

チャンスを与えてくださる。◆「主のいつくしみは絶

えることがなく、そのあわれみは尽きることがな

い。」（『哀歌』第３章22節）また預言者イザヤの

口を通して、苦しみをうけ、嵐にもてあそばれ、慰め

を得ない者に、主は私たちには想像すらできない主の

慈しみの偉大さを教えてくださいます。イザヤ書第５

４章１０節◆「山は移り、丘は動いても、わがいつく

しみはあなたから移ることなく、平安を与えるわが契

約は動くことがない」とあなたを憐れまれる主は言わ

れる。◆岐路に立たされる私たち、さぁ、命を選ぼう

ではありませんか。目の前にある「ヨルダン川」を共

に渡ろうではありませんか。キリストの中に共に生き

てゆこうではありませんか。 

◇教会活動の報告◇ 

■聖書箇所 3 月の日曜礼拝における聖書朗読の箇所は

以下の通り。3 月 5 日：マタイ福音書 4 章 1－11 節、同 12

日：ヨハネによる福音書 3 章 1－17 節、同 19 日：ヨハネ 4

章 5－42 節、同 26 日：ヨハネ 9 章 1－41 節。高橋先生は

レクショナリーにある旧約聖書、詩編、使徒書簡なども説

教の中に盛り込まれています。各聖書個所については

lectionarypage.net を参照。 

■ミニアシュラム 2月 18日に日米合同教会で、アシュ

ラムセンターの榎本恵牧師指導の下、ミニアシュラム

が持たれました。JAUCの皆様に大変助けていただきま

した。感謝です。参加者３０名ほどの小さな集まりで

したが、都会の喧騒から退き、聖書のみ言葉に静かに

聴く非常に恵まれた時となりました。ゲネサレトの湖

畔で、群衆の熱狂を横目に網を洗っていた漁師たち。

そこに現れるイエスがいるのです。アシュラムとは生

活のあり方でしょう。イエスに従う道でしょう。そう

であるならばこのニューヨークの地、ひいてはアメリ

カ東海岸でのアシュラムを一度きりの打ち上げ花火と

して終わらせるのではなく、これからも継続していく

ことが肝要なのではないでしょうか。次回の開催に向

けて、皆で祈り、準備をしていければ幸いです。 

■日曜学校 二月を通して、日曜学校とユースグループで

は、マタイ 5:7 の「憐れみ深いものは幸いである。その人た

ちは憐れみを受ける」という箇所を学んできました。憐れみ

とは、人の痛みを知ること、許すことだろうと皆で話し合い
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ました。両グループが一緒になったクラスでは、憐れみの

具体的な例について良きサマリア人の物語から学びまし

た。盗賊に襲われた人を他の人が無視する中、サマリア

人が憐れみを示したのです。その後議論は、私たちが日

常の中でどう憐れみ深くあれるか、ということに移りました。

今月のクラスの中で私が学んだのは、憐れみとはただ単

に助けることではなくて、共感（相手が何を感じているか知

ること）を通して助け合うことなのだということです。自らも

社会から疎外されていたサマリア人は、盗賊にあった人の

苦しみをよく知っていたのではないでしょうか。だからこそ

その人を助けることができたのです。私はこの教えを、私

の生活の中にも取り入れ、共感を持って周りの人を助けた

いです。3 月のクラスを日曜学校とユースグループの生徒

たちは楽しみにしています。（橋本ゆう） 

◇デイ・オブ・リメンバランス◇ 

22017 年は、ルーズベルト大統領が、120,000 人もの西海

岸に住む日系人を強制収容所に送ることとなった大統領

令 9066 号に署名してから 75 年の記念の年です。JAUC

で 2 月 18 日に開かれたデイ・オブ・リメンバランスの集会

には２２５名の参加者がありました。キャンプの生存者、

NYPD の チ ャ プ レ ン で あ る イ ス ラ ム 指 導 者 、 Asian 

American Legal Defense and Education Fund からの弁護

士、9.11 後に兄弟が刑務所に入れられたムスリムの方、

アフリカン・アメリカンで Center for Constitutional Rights

の代表の方などからスピーチがありました。また強制収用

された方々を覚えてロウソクの点灯、ニューヨークに住む

収容経験者の証言ビデオの鑑賞、ツールレイク強制収容

所の保存についてのアップデートなどがあり、最後に皆で

ポットラックを囲み会を終えました。過去に類を見ないほど

のメディアがこのイベントに注目し、また人種や年齢の枠

を超えて広く参加者が集まりました。JAUC の日曜礼拝で

は、デイ・オブ・リメンバランスのための連禱が日英両方の

言語で持たれました。(吉田ジェリー) 

◇ディスカバリー子供キャンプ◇ 

2017 年度のディスカバリーキャンプは 7 月 23 日から 8 月

4 日まで、例年通りロングアイランドのシェルター島で開催

されます。テーマは「グローバルな絆で実る友情」。対象は

3－10 年生、費用は 1400 ドルです（兄弟割引あり）。申込

締切は 6 月 9 日。詳細は案内のパンフレットをご覧下さい。

今回も日本基督教団を通じて東日本大震災の被災地から

数名の子供たちが来られます。 

◇ 教会員・友人関連◇ 

■帰国のお知らせ 栗原健兄は、4 月に宮城学院女子大

学(仙台)に准教授として赴任されることになりました。「キリ

スト教学」その他のコースを講義される予定です。日本で

のお仕事が神様に導かれますよう、お祈り下さい。栗原兄

は今夏に再び NY を訪ねられるそうです。 

■長年 JAUC で奉仕しておられた田尻栄子姉が、2 月 22

日に帰天されました。７３歳でした。 

◇地域教会ネットワーク◇ 

■JCFN/VIP 集会 3 月 13 日（月）の月例集会は午後 7

時 15 分から JAUC で開催されます。 

■レオニア礼拝 SMJ（Special Ministry to Japanese）によ

る日本語礼拝が、NJ 州レオニアの長老派教会（181 Fort 

Lee Road, Leonia）で毎月第 1・3 日曜午後 3 時に持たれ

ています。「キリスト教は初めて」という方をターゲットにし

た礼拝を組んでおりますので、お知り合いがフォートリー近

辺にお住まいでしたら、どうぞお勧め下さい。 

◇祈りのリクエスト◇ 

政治的指導者のために。人種、性別、階級、障がいの有

無、宗教による差別がなくなるように。愛、平和、希望、正

義による連帯のために。中東の平和のために。難民のた

めに。テロリズムに怯える人々に勇気を。警察と社会的少

数者の人々との間に和解を。銃による暴力の終焉を。教

会の建物の問題のために。自然災害の被害を受け日常生

活を奪われた方々の為に。特に 2011 年 3 月 11 日の東日

本大震災を受け今も苦しんでいる方々、そしてその復興の

為に。並びに下記の方々の健康を覚えて下さい。ボルスタ

ー勝子、クラーク順子、ゴーマン美智子、井上照夫、石井

英子、春日ジョー＆佳子、栗原宏＆佳子、三森家の方々、

テネオグル・カイラ、茂田井家とジェシカ＆ガネイ、向井ジョ

ージ、小栗ななこ、相良昌彦牧師、斉藤不二夫、下嶋家の

方々、鈴木有郷牧師、高橋清寿、冨田百合子、吉永ジョン。 


